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新年度のご挨拶

独立行政法人目立病院機構
仙台医療センター

院長和田裕一

東日本大震災から 1年が過ぎました。復旧・復興

未だしの感があるその一方で、福島第 1原発事故に

よる放射線被爆の問題は日に日に多くの問題を浮き

彫りにしてきています。震災、被爆そしてこのとこ

ろの異常気象とわれわれを取り巻く環境は著しく変

化していることを実感します。さらに、この 1年、

医師としても様々な側面から医療のあり方を考えさ

せられた機会であったように感じています。

さて、登録医の先生には常日頃から患者さんをご

紹介頂き、またお引き受け頂き大変お世話になって

おります。当院は、昨年末にご案内申し上げました

とおり、 1月1日より病院情報システムを更新し、

カルテの電子化を実施しました。予想されたことで

すが、当初は診察時聞がかなり延長して、患者さん

の待ち時間が異常に長くなり、連日午後になっても

外来ホールに多くの患者さんが残っている状況が続

きました。ご紹介頂いた患者さんには大変ご不自由

をお掛けしてしまいました。しかしながら、現在で

は少しずつ改善されてきていますので、どうかご了

仙台医療センター基本理念

最善の医療を尽くして社会に貢献します

患者さんにやさしく働きがいのある病院を目指します

〔基本方針〕

1.安全で良質な医療の提供
2.継続的な質の改善
3.高度総合医療の提供
4.地域との医療連携と情報共有

5.国際レベルの臨床と研究の推進
6.情操豊かな職員を育む

7.職場環境の整備
8.健全な病院運営

解ください。また、今回の情報システムではまだ、

外部からのアクセスは出来ません。次の段階で外部

とのネットワークの構築を可能にして、セキュリ

ティーを保ちつつ先生方との距離をさらに近くでき

ればと考えています。

ネットで当院のホームページを聞きますと、仙台

医療センタ一関係の講演会・研修会のご案内のほか、

適宜内容を更新し最新の情報も掲載しております。

地域連携室でおこなった登録医の先生へのアンケー

ト調査では、ホームページ閲覧の機会は残念ながら

あまり多くはないようですが、どうぞ、機会をみつ

けてホームページもご利用頂ければ幸いです。

今年度の当院のニュースのひとつとして、ヘリ

ポートの設置が挙げられます。病院敷地内北側の研

修医宿舎の隣に 3階建て駐車場を建設し、その屋上

部にヘリポートを併設します。以前から計画はあり

ましたが、今回の震災の経験から基幹災害拠点病院・

救急病院として是非とも早急に敷地内にヘリポート

が必要だという声が高まり、また、基幹災害拠点病

院は敷地内にヘリポートを有するという要件が、国

の災害医療等あり方に関する検討会であらためて提

言されたこともあり、震災後の県の復興計画事業の

ひとつとして今回設置の運びとなりました。あらた

めて救急医療の担い手としての当院の役割を果たす

所存でおります。そして、また、がんその他急性期

疾患の診療については、地域連携の実が益々深まり

ますよう努力しますので、今年度もどうぞよろしく

お願い致します。

目次
※新年度のご挨拶……一

※登録医の声...・ H ・..…...・ H ・..…...・H ・..… 2

※各科紹介小児外科………………….. 3 

※ News仙台医療センターからの転載記事

2月号・ 3月号………………………… 4~

※新登録医紹介...・H ・H ・H ・..…...・H ・..…… 6

※退官・就任のあいさつ………………… 7

※連携室新メンバー...・H ・..…...・H ・..…… 7

※地域連携室からのお知らせ…………… 8
※編集後記…...・ H ・.....・H ・..…...・H ・..…… 8

① ..  



匂

~② 

登録医の声
藤木こども医院院長 藤木 第

子どもには親、医療機関、行政、そして地域などが一体となった

援助が必要不可欠です。小児科の担う役割は子どもの発育にとって

必要な支援です。 1988年、乙の地区に小児科がなかった乙ともあり、

若林区上飯田に藤木こども医院を開業いたしました。従兄が小児科

医をしていた乙ともあり、また、病棟で子どもと遊び触れ合う中で、

私も自然に小児科医を目指していました。

地域に根付いた小児医療サービスを提供し、患者さんに信頼され、

愛される医院を目指し、皆さんに安心して通院して頂けるかかりつけ医として地域の向上発展に尽くした

いと思っています。

患者さんとの心のつながりを大切にし、スタッフ一丸となって頑張って参ります。

仙台医療センターには、総合成育部長、田津雄作先生をはじめ、多くの先生方に大変お世話になっており

ます。患者さんを受け入れてくださり感謝しております。講演会では、高血圧、循疾患、糖尿病等大人の病

気について勉強になりますが、小児科の演題も多く大変勉強に

なっています。今後も、幅広い分野の講演会を期待しています。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

住 所:干984-0838 仙台市若林区上飯田1丁目21・18

T E L: 022-286-8811 FAX: 022-286-8810 
診療時間:月・火・水・木・金 8: 30-12 : 00 15: 00-17 : 30 

土 8 : 30-12 : 00 (予約制)

休診日:日曜日・祝日/土曜日の午後

北中山クリニック院長 斎藤 官E
!i"C 

昭和62年東北大学大学院医学研究科博士課程修了後、宮城県立瀬

峰病院、東北大学抗酸菌病研究所医院、シーダースサイナイメデイ

カルセンター、東北中央病院、東北大学加齢医学研究所、宮城県立

がんセンター呼吸器科主任医長を経て、平成 11年泉区北中山に北中

山クリニックを開業致しました。

ています。

当院では、気管支端息、感冒、慢性・急性気管支炎、肺炎、肺気

腫などの呼吸器疾患を中心に内科全般、小児科、外科の診療を行っ

cr導入により、病気の早期発見・早期治療など細やかな診療も可能となりました。また、禁煙指導も行

っており、スモーカーライザーで吸気中の一酸化炭素温度を測ることで、患者様の禁煙維持・禁煙継続の

動機づけに効果を上げております。

これまでの経験と、専門としての知識を活かして、地域の皆様のホームドクターとして、乳幼児からお年

寄りまで多くの皆様に信頼され、頼られる医院づくりをスタッ

フ一同目指しています。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

住 所:干981-3215 仙台市泉区北中山2丁目1番24号
T E L: 022-348-2650 FAX: 022-348-2651 
診療時間:月・火・木・金 9:00-12 : 00 14: 00-18 : 00 

水・土 9: 00-12 : 00 
休診日:日曜日・祝祭日/水・土曜日の午後



F各科紹介

小児外科医長 吉田茂彦

-診療方針・・…

小児外科で取り扱う疾患は一部を除いて 16歳ま

での外科的疾患で、脳や脊髄、心臓や大血管、骨

関節疾患などを除いたほとんどのものを対象とし

ています。

主な対象疾患は、そけいヘルニア、陰嚢水腫、

停留精巣、包茎、瞬ヘルニア、虫垂炎、体表腫癌

などです。

仙台医療センターには多くの診療科があります

ので、同じ疾患を複数の診療科が診療対象として

いる場合があります。このような場合には状況に

よりましては、最も適切と思われる診療科に院内

紹介し、患者さんに満足していただけるようにし

ています。

小児外科疾患の大きなウエイトを占める先天性

疾患では、成人に達した患者さんの手術後の経過

観察は、成人の外科や内科ではなかなか診療経験

がないことが多く、また管理の特殊なものも存在

するために、引き続き当科で診療を担当する場合

もあります。

-スタッフ紹介・

現在のスタッフは、平成 20年から吉田茂彦

(小児外科医長、小児外科専門医、外科専門医)

の1名が担当しています。

E困
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左から 村上香織、吉回茂彦、斎藤愛、後藤かおり

不定期ですが2年目の初期研修医が診療に加わ

る場合もあります。

外来看護師は小児病棟看護師が担当しています

ので、外来通院と病棟入院の引き継ぎは円滑に行

われています。

-診療状況・・

外来診療は(月) (水) (金)の午前中におこな

っています。新患日、再来日の区別はございません。

また急患は外来日以外にも可能な限り対応いたし

ております。

手術は(火) (木)の午前中におこなっています。

スタッフ 1名で年間 150件前後の手術を行って

おり、そけいヘルニア/陰嚢水腫が 6-7割を占

めています。

緊急手術にも対応可能で、平成お年には15件(虫

垂炎13件、腸重積症1件、腸間膜裂孔ヘルニア 1件)

が行われています。

また、腸回転異常症、腸閉鎖症といった新生児

緊急疾患の手術にも対応可能です。

手術以外の治療法として、瞬ヘルニアに対する

テープ固定療法、包茎に対する軟膏療法、リンパ

管腫に対する硬化療法、匹門周囲膿蕩に対する漢

方療法なども行っています。

また、小児診療に重要な点として、患者さんの

心にも身体にも不要な痛みを与えることのないよ

うに、スタッフ一同、細心の注意をはらって診療

にあたっております。

s・・
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[News仙台医療包シタ-8目号記事内容から]

東日本大震災で力を発揮

1月25日(水)、26日(木)の両目、平成23年度仙台医

療センター災害医療研修会が約150名参加して開催され

ました。今回は北海道医療センターからも参加いただきま

した。平成7年1月17日の阪神淡路大震災以来16年が経

過。そして「東日本大震災」からもうすぐ1年。宮城県が指

定する基幹災害医療センター(各県1施設)となっている当

院では、平成8年度以降継続して毎年この時期に研修会を

実施しています。研修会は、災害発生時における多種多様

芯ケースに対応できる災害医療技術の習得及び向上を目

r3.11 Jと同じ思いでの訓練

的としています。昨年

の「東日本大震災」で

は、この研修での訓練

が役に立ち、スムーズ

に対応できたため、こ

の研修会の重要性を

実感したととろでした。

初日の25日(水)は、大地震災害を想定した「机上シミュ

レーション訓練」。限5れた人員で多数傷病者に対してど

のように対応していくかを、図面の上で討論・決定していく

訓練で活発な討論と様々なアイディアが出されました。

2日目の26日(木)は、宮城県直下型地震(震度6強)の

想定で実地の院内情報伝達訓練、災害対策本部指揮所訓

~④ 練芯らびに多数模擬傷病者に対するトリアージ救護・院内

収容訓練を行いました。東日本大震災を踏まえトリアージ

ポストを昨年までの正面玄関側から、時間外受付へ移動す

るなど、実態に即した大幅な変更がありました。

また、当院の災害研修に併せて北海道東北ブロック事務

所が管内の施設の通信訓練を行いました。震災後に衛星電

話を配備した施設も多かったため効果的芯訓練に芯りまし

た。

今回は震災後初の訓練で、誰もが f3.11 Jと同じ思いで

参加し、緊迫した実戦さなが5の訓練でした。

今後の災害マニュアルの改訂に役立てて行きたいと思

います。

(文責庶務係長水吉勝彦)



[News仙台医療包シタ-8目号

mcサークル・新た拡ステージへ」

第 11回QCサークル活動の発表会を各職場か524
サークルが参加して 1月 30日、 31日予選会、そして 2
月6日に本選を開催した。今回は関東地方や北海道の病院

か5も関係者が駆けつけ、当院の活動mりを見学していった。

今年度は東日本大震災の影響で、サークル活動を十分に行

う期聞が芯かったにもかかわらす、例年以上のレベルの高

い発表が相次ぎ、特に本選に進出した9チームはどれを全

国大会に出しても良いレベルであった。

開催日:平成24年2月6日(月)

発表数:9サークル

参加者:院内 124名(医師 8名・看護師:65名・コメデイカル 51名)

院外:ぉ名(プロック事務所:2名・北海道がんセンター:2名・青森

病院:1名・西多賀病院:14名・いわき病院 :3名・国

保旭中央病院・ 6名)

受賞サークル

職場名 サークル名

最優秀賞 中材 ち申ーざい

優秀賞 西 6 KYASYA-N6 

優秀賞 リハピリ 整理整頓戦隊 リハレンジャー

院長賞 企画課 チーム OSR(オーエスアーlレ)

副院長賞 西 2 おひっ乙し減らし隊

副院長賞 検査 QVC友の会

看護部長賞 母子 τHE ボシセンターズ女

事務部長賞 栄養 Clipとともに

努 力賞 救セ チームダイナミクズ

購輯盤騨盤鰻盤盤轟轟害

今大会ではチーム「ちゅ一ざいJ(中央材料室)の「洗浄

方法の見直し」が最優秀賞に輝いた。中央材料室はリー

ダーのQC歴が8年目にしての初優勝である。優秀賞には

西6階、リハビリテーション科が受賞した。これ5の職場

はQCに取り組む風土が根付いており、当院の 10年の実

績と、日頃の多忙芯中でも、 QCサークル活動にしっかり

と取り組んできた職員の意欲の高さが本大会かうも窺い知

るととができた。

(文責神経内科医長鈴木靖士)

Fセ-
円.‘-図画l

@・・
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血友病・ HIV感染者診績のポイント

平成 24年 1月 20日(金)、当院大会議室にて

平成23年度東北フロック・エイズ拠点病院等連絡

会議を開催いたしました。今年度は、昨年7月の

岩手県盛岡市開催に続き2回目となります。

園立園際医療研究センターエイズ治療・研究開

発センター長・岡慎一先生より「長期治療を考慮に

入れた血友病 HIV感染者診療のポイン卜」と題し

てご講演を頂きました。慢性疾患のーっとなった

HIV感染症について、長期治療を考えた場合診療上

でどのよう芯点に留意すべきか、また、 HIV/HCV
感染肝硬変患者に対する自己骨髄細胞移植療法につ

いて解説いただき、参加者から活発な質疑応答がな

されました。続いて東北ブロック拠点病院としての

当院の現状・取り組み等について発表いたしました。

仙台市の現状と取り組み

仙台市保健衛生部感染症対策課・深瀬りか子主幹

から「仙台市の現状と取り組み」を発表頂きました。

仙台市では23年のエイズ患者・ HIV感染者合わせ

過去最高の 17名報告され、うち男性向性閏感染の

占める割合が半数以上であったこと、また即日検査

導入や検査日程の配慮など保健所による HIV検査

体制の充実を図っている現状や、予防啓発活動の取

り組みについて報告頂きました。

今後ともフロック拠点病院として、各関係機関と

連携しつつ、更芯る医療体制の向上に努めていきた

いと考えております。

(文責内科医長伊藤俊広)

来庁、登録 医 紹

的

住所

l医療法人社団
仙台市泉区高森1丁目1-1941

|桂高森s-sレディースクリニック

仙台市青葉区中央1丁目3番1号|
|仙台駅前アエルクリニック

AERピルllF 腫湯内科

-⑥ 



退官・筑後の挨拶

「退官挨拶j

歯科口腔外科

山口 泰

この3月31日に定年退官いたします。

仙台医療センターで平成6年から 18年間歯科・

歯科口腔外科を担当しました。

当初より、地域の皆さまからの紹介率が50%

以上あり、口腔外科疾患を始め、埋伏歯などた

くさんの症例を経験させていただきました。こ

れにより数年で口腔外科学会の研修施設に承認

されました。

今後、顎変形症を主体とした施設になると思

いますが、抜歯、のう胞、腫療などとれまで以

上に高度な治療が可能になります。よろしくご

支援をお願い致します。

これまでの、皆さまの温かいご支援ありがと

うございました。心から感謝しております。

「総合内科部長就任の挨拶j

鵜飼克明

乙の4月に総合内科部長に就任する鵜飼克明

です。昨年4月に消化器内科部長として当セン

ターに着任しましたが、前任地との医療環境の

大きな遠いに驚きました。なんと言っても一番

驚いたのは医療スタッフの多さ、そして充実ぷ

りです。内科に於いても各分野の専門家が勢揃

いし、病院の特色である「総合力」を感じずに

はいられませんでした。今後は内科に於ける横

の連携をさらに強化し、内科の「総合力」をア

ップさせ、よりよい医療を提供したいと考えて

います。何卒宜しくお願いいたします。

4月から地峨医療連携室の
買と8りました山野と申します.

一日も早〈業務になれ、

登録医の先生方をはじめ地域の
医療機関の皆様に喜んで頂けるよう
日々努力したいと思っております.

。主~.DOE掬@
しくお願致します.

ム~

4月に配属に芯りました
経営企画室長の松永です。

登録医の先生方や地域の皆稽との
関わりを多くしていけるよう
頑張っていきたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します.

前列左から 副室町斎藤俊博、室長/回用車一、副室長/田揮雄作、地場連携係長/高橋美骨 左から 前方事務/菅生公子、前方事書/韓国雅子
後初J左から MSWl須田剛、 MSWf.小倉量路、事務/山野章津子、 MSW/門間知巳、 前方事務/遣藤蔓由紀

副署歯師長/高橋因子、 MSW/工藤千春、経曹企画室長/訟永浩三

口

喧..  
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地域医療連携室か5のお知5せ

O 当院では、 FAXによる紹介患者さんの予約を受けております。専用の紹介受診者票を地域医療連携室

FAX 022-293-0709までお送り下さい。受診の予約、手配を事前に行い、ご来院をお待ちしております。

O ご紹介患者さんの診療予約について

紹介元医療機関 仙台医療センター

①ーウ
②紹介患者予約票

*共通問診票
宮崎診療申込書

*rはじめての方窓口Jへ
お越し下さい h 

④予約日に来院 〉

*が新たに変更になったところです

仙台医療センターへのFaxによる紹介方法
① 紹介受診者票(当院の様式)をFax送信して下さい。

2012.1.1より
電子力ルテ稼働

僅渇紹介患者予約票・診療申込書・問診票をFaxで送りますので患者さんへお渡し下さい。
(申込書、問診票は事前に記載した上、当日ご持参下さい。)

@ 保険証・紹介患者予約票・問診票・診療申込書
紹介状・レントゲン写真など検査データ(必要時お持ち下さい)お薬手帳を持参し最初
に初めての方窓口へお越し下さい。
それ以後の受診の流れについてご案内いたします。

O 地域医療連携室では現在のと乙ろ時間外の対応ができません。土曜日、日曜日、休日および時間外

(17時15分以降)での緊急の診察依頼に関しては、時間外救急受付 (Tel.022(293) 1119)へ直接ご連

絡下さい。

O ご紹介いただきました患者さんの経過についてのご返事が滞っているなどご迷惑をお掛けしている場合

があるかと思います。お手数ですが地域医療連携室までお問い合わせを御願い致します。

仙台医療センターは2012年を、電子カルテ稼働と共にスタートし、瞬く聞に4月を迎えました。
とてつもない春の嵐が吹き荒れ、まだまだ桜の足音は遠いのですが、病院には新たに新採用者を迎え、活

気に満ちております。きらきらと輝かせた瞳に、私たちも思わず姿勢を正すような心地よい緊張感を感じて
います。
新採用者研修の中でQCサークル活動について話す機会を頂きました。当院の QCサークル活動は今年度 11

年目となり大きな節目の時期です。新採用の皆さんにはQCサークル活動を通じて、問題解決型人問、つまり、
現状とあるべき姿を常に客観的に対比させながら、そのギャップに注目して、問題を見いだし解決しようと
する姿勢を持ち続けていただきたいとお話しさせて頂きました。ともすると、現状肯定ヨイヨイ型、現在の
状況が一番と思っており、現状打破や、改善を図ろうとしないタイプになりがちです。

連携室も新年度を迎え、新しいスタッフも加わりました。心新たに問題解決型人間の視点で毎日の業務に
取り組まなければならないと思いました。 (M・T)

仙台医療センタ一地域医療研修センターだより 編集委員

田淳雄作斎藤俊博松永 浩 二 高 橋 美 鈴 高 橋 園 子 小 倉 美 緒

工藤千春須田剛門間知巳織田 雅 子 遠 藤 美 由 紀 菅 生 公 子 山 野 奈 津 子

〈地域医療連携室直通電話 022-293-0703> 
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